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2016年～2020年～の世界

○世界の政治・経済・社会システムの大きな転換期
○新しい価値観：ハードパワーとソフトパワー、

持続可能性、ＧＤＰ→？
○近代社会の再設計

・国民国家システム ・民主主義 ・資本主義
・科学主義 ・ゼロＧ世界（Ｇ７→Ｇ２０）

○産業構造・社会システムの転換、社会ビジョンの検討
○ＣＯＰ２１、国連ＳＤＧｓ（世界アジェンダ２０３０）、ダボス
（第４次産業革命）、ドイツ（インダストリー４．０）、日本
第５期科学技術基本計画（ソサイエティー５．０）、・・・

○産・学・官連携の新しいモード、工学部改革、
“Science for society”, “Responsible STI”,「社会課題解決」
”Science 2.0, Science in Transition”,,,,
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・Sustainable development
・Climate change, Energy & 

Natural resources 
・Water, Health,Food, Biodiversity
・Natural/Artificial Disasters  
・Knowledge & Aging society

Since 1989

Disasters

End of the Cold-War
ICT revolution

“Globalization,
Complexity & Uncertainty” 

New World 
Order

Climate 
Change 

“大転換の時代“ Now 2016

Economic
Crises

University
Reform 
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The Economists, Jan.21,2006

ＧＤＰ



「インドや中国の台頭は、かって日本が西洋に同化すること
でなし得た成功とは、まったく違った形で現れています。それ
は、西洋の価値、西洋の生産性、西洋の競争力を柱に、西
洋によって支配されてきた従来の世界とはまったく異なった
世界が、いま私たちの眼前に登場しつつあることを意味して
います。・・・・18世紀以来の根本的な世界の変化である」

（ドラッカー）

「冷戦の終了とインターネットの普及によって、中国、インドな
どの巨大な新市場が一機に世界経済に統合された。我々は
今、ルネサンスや産業革命に匹敵する大革命の中にいる」

（サマーズ）
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「未来は自分でつくるもの」、「自ら未来をつくらない方がリス
クは大きい」 （ドラッカー）
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“19th century was the century that invented the  
methodologies of inventions ” （Whitehead,1931）

「19世紀最大の発明は、諸発明の方法の発明であった。」

（参考）
○“科学者（ｓｃｉｅｎｔｉｓt）”：professional jobs専門職業人の確立

specialization of knowledge  知識、技術の専門分化
○modern university system : experiment lab.,seminar

近代大学制度：実験研究室､ｾﾞﾐﾅｰﾙ
○“Publish or Perish”: Ehtos of scientists

Peer Review system
○professional society and associations

学協会､専門誌､国際会議学会
○national and company laboratory, 公立・企業研究所
○intellectual property right system 知財制度
○research & development supporting system

grant, contract, fellowship研究助成制度

科学技術の制度体制の変遷 (日本学術会議）
19世紀｢制度化｣→ 20世紀「体制化｣→ 21世紀｢戦略化｣

２１世紀は？



20th Century

☆ Science for knowledge
Knowledge for progress

21st Century

☆ Science for knowledge
☆ Science for peace
☆ Science for Development
☆ Science in society &

Science for society

World Science Conference
(UNESCO/ICSU)

'Declaration on Science and 
the Use of Scientific Knowledge' 
- Science for the 21st Century

A New Commitment , Social Contract -

Since 1999

World Science Forum 
Every 2 years 



“Science 2.0: Science in Transition“

Summary of Proceedings 
at 5th EU-Japan Science Policy Forum, 

the Kyoto International Conference Center, on 4 October, 2014. 

“Science 2.0’ describes the on-going evolution in the modus 
operandi of doing research and organising science. These 
changes in the dynamics of science and research are enabled 
by digital technologies and driven by the globalisation of the 
scientific community, as well as the need to address the 
Grand Challenges of our times. They have an impact on the 
entire research cycle, from the inception of research to its 
publication, as well as on the way in which this cycle is 
organised “ (European Commission 2014).



Social media
RetailsHealth 

Mobility

Manufacturing

Energy

EducationScience

ICT, IoT, Cyber Physical System の急速な

発展と浸透による近代社会システム全体の変容

Agriculture

Smart phone 
phomeation

Building new sustainable socio-economic system 
in the 21stcentury： ”Transforming our world”

Degree

of 

ICT

use 

Society
Human

Body
Brain

university
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engineering



“Carmakers see tech rivals in rear-view 
mirror”,“Big challenges for 100-year-old 
industry is to develop the new technology and 
business models to avert terminal decline”
( Financial Times ,  19/20 Sep, 2015 )



○単品、ばら売り、売り切り
○分野毎の個別知識
○分析、論文、要素還元、価値自由、研究自由
○縦割り、個別益 、タコつぼ
○「局所最適・全体最悪」 ,

文系・理系の乖離、工学と理学
○時代を先取りする構想力の欠如

○システム、処方箋、構成、総合知、イノベーション
（例）都市、交通、社会インフラ、防災・減災、水、

医療、公共サービス → 新しい産学官連携
○学際、構成、俯瞰、多様性、複雑性、不確実性、

価値判断、越境、架橋、協働
○構想力、構成力、デザイン、システム、マネジメント、

コミュニケーション、ネットワーク
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○

政治
政策

Science - Policy  continnum

社会

“トランスサイエンス
時代”

「科学によって問うこ
とはできるが、
科学だけでは

応えることのできない
問題群」

科学

政治
（normative,value
規範的・価値追求)

科学
（objective,value free客

観的・価値中立）

社会的課題;ニーズ
経済危機、災害、環境、

気候変動、資源エネルギー、
交通、健康・医療、高齢社会、

感染症、食料・水、
貧困、テロ等

○境界を越える
＊分野、組織、プログラム、ジェンダー、

年齢、空間（地方・国・知識・世界）
○科学と政治をつなぐ

科学的根拠に基づく政策決定
行動規範・倫理・法律・社会影響・技術評価

○科学と社会をつなぐ
科学コミュニケーション
リスク評価とリスク管理

公的空間、Boundary
Organization,

つなぐ仕組みと人材
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政策決定

各省
各研究助成機関

実施機関
大学、企業、国立研究所など.

科学技術の公共政策
の決定と実施に
かかる多層構造

個人レベル：科学者、ｴﾝｼﾞﾆｱ、管理者、ｺﾐｭﾆｹｰﾀ等

政治的意志、
社会ﾆｰｽﾞ、
課題解決、
ﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ

ﾎﾞﾄﾑｱｯﾌﾟ、
動機づけ、
ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

２１世紀における科学技術システムの再設計

相互の協調、
信頼、行動規範

科学的助言

社会・政治と科学をつなぐ

証拠に基づく政策形成、
政策のための科学

ｱｶﾃﾞﾐｱ、
学協会



Private Companies

Research Funding  System for 
Japan’s STI  

Science

Venture, 
Start-ups, 
VC/risk 
money

seeds to ‘exits’
backcasting 

Creating  new fields

Interaction Fields

Sprouting Phase

curiosity-
driven

research
(‘bottom-up’ 

research)

Diversity

mission oriented 
basic  research 

Exploratory & high 
risk research

”Exit” oriented R&D,
prototype, 
demonstration &
Social experiments

Economic 
Values

Finance,Tax,Regulations,,
IPR,Standards,
Social capital, culture  etc.

Valley of Death

Market &
Society 

Scientific frontier
Technological seeds

Proof
of Concept PrototypesInput Output

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Universities
Public 

research 
institutes

Intellectual &
Cultural  valueｓ

Social  &
Public  valueｓ

Public sectors
NGO etc.

“Cloning” DARPA（DOD,DOH,DOE,DOEd,NIH), NSF&USAID
FP#8(2014-2020), European Technology Platform (ETP), 

VINNOVA, ANR : Bridging the gap, Transformative research 

International  
competition 

and 
collaboration 

of  funding 
systems

Redesigning funding  system  

Sci &
Tech. 

JSPS NEDOJST

WPI, FIRST
New systems;
SIP,ImPACT,
COI,AMED, 
RISTEX,S-イノベ



Fig. The traditional approach from science to tech development   
and new product and services



Fig. The “end-game” approach to new products and services

Foresight of society & market,
Project formation, management and integration 



Ｓ－イノベ研究究開発イメージ

ステージI
応用基礎研究及び
要素技術の研究開発

ステージII
要素技術の研究開発

ステージIII
アプリケーションの開発

研究開発期間（目安） ２～３年度 ３～４年度 ２～３年度

研究開発費
支援

1課題（１研究開発チーム）あたり年間７千万円程度（間接経費含む）。

全額委託 全額委託 マッチングファンド形式

主な研究開発内容（※）

要素技術の確立に向けた
基礎・基盤的研究開発
・メカニズムの解明
・要素技術の研究開発等

・要素技術の研究開発
・要素技術の組合せ等

製品化を目指した実証試験
・試作品作製等



社会

高齢化社会

都市・地域

科学技術ガバナンス・
法規制ギャップ

安全安心・
リスクマネジメント

環境

人材・労働

産業競争力

研究会

普及

行
政

NPO

企
業

定着
社会的・公共的

価値の創出

成果の社会への実
装

課題募集・選考、領域会議、
現地調査、ネットワーク拡
大

研究開発プロジェ
クト

解決策立案・改
訂
社会実験

研究開発領
域

Ⅲ.研究開発の推進

PDCA
サイクル

研究体制構築、詳細な現
状調査・分析、仮説設定

Ⅱ.研究開発領域の設定

Ⅴ.プロトタイプの実
践・展開支援

社会技術研究開発センター
の活動サイクル

NPO ・・・

Ⅰ.社会における取り上げる
べき具体的問題の探索・抽出

インタビュー

ワークショップ 各種調査

フォーラム・シンポジウム

産業

研究者
人文社会・自然科学

研究開発領
域

コミュニティで創る
新しい高齢社会のデザイ

ン地域に根ざした
脱温暖化・環境共生社

会
犯罪からの子どもの安

全
科学技術と人間

研究開発成果
実装支援プログラム

問題解決型サービス科
学

科学技術イノベーション
政策のための科学

コミュニティがつなぐ安全
・安心な都市・地域の創造

科学
技術

協働



目的： 領域内のプロジェクト間の有機的なネットワーク、また領域外の活動・組織との
ネットワークの構築を目指す⇒”コミュニティの高齢化課題解決リソースセンターの構築”

JSTプロジェクトを有機的につなぐ

ＪＳＴ／Ｓ－イノベ
（戦略的イノベーション創出プログラム）

高齢社会を豊かにする科学・技術・システムの創成事業

東京大学
高齢社会総合研究機構（ＩＯＧ）

プラチナ構想ネットワーク

日本老年学会（７団体）

内閣官房
環境未来都市構想

行政／まちづくり

学術・研究
ジェロントロジー推進組織

国立長寿医療研究センター

東京都健康長寿医療センター

東京大学 産学連携
ジェロントロジーネットワーク

（６０社）

マルチステークホルダー／事業

プラチナ社会研究会
（三菱総合研究所）

高齢社会検定事業
（高齢社会検定協会）

＜ネットワーク拠点＞

ジェロントロジー・フォーラム
（ニッセイ基礎研究所）

Gerontology Life design Lab

ＪＳＴ／ＲＩＳＴＥＸ
（社会技術研究開発センター）

「コミュニティで創る新しい高齢社会のデザイン」領域

＜コミュニティの高齢化課題解決に向けた活動・組織と連携する＞

桜美林大学大学院

国立障害者リハビリテーション
センター研究所

ネットワーキング

国際長寿センター

20

コミュニティで創る新しい高齢社会のデザイン

Redesigning Communities for Aged Society



『コミュニティの高齢化課題解決リソースセンター』の概要・イメージ

コミュニティの
高齢化課題解決
リソースセンター

＜センターが有する知財パッケージ（例）＞

高齢者の社会参加推進策

【地域】 各地域特有の課題

高齢者生活支援策

高齢者の移動問題解決策

健康長寿・虚弱化予防策

【企業】 各業界・企業特有の課題 【その他】 住民・ＮＰＯ・諸団体の課題

地域包括ケア推進策

ソーシャル
イノベーション

エンジン

Ⅰ．まちづくりアーカイブ作成

Ⅱ．現場への啓発・情報提供・支援

Ⅲ．科学的エビデンスに基づく政策・施策提言

Ⅳ．国際的拠点形成

Ⅴ．リビング・ラボ 等

主なミッション

社会の
ニーズ

高齢化課題解決に資する情報・知財を集約

～笑顔溢れる未来社会づくりへ～

認知症ケア・予防策

ＥＮＪＯＹ・快適生活支援策

社会のニーズに応える最適な解決策の提示等

2030年

高齢者の就労・社会貢献

目指す拠点イメージ

超高齢未来のための課題解決型

アクション支援拠点

～長寿を喜べる生きがい創出と

持続的な社会システムづくりを推進～

21



The process of making an innovation strategy is perhaps more 

important than the product

� Animates a discussion among stakeholders regarding priorities 

=> might help building consensus

� Improves the co-ordination of other policies that impact on 

innovation 

� The process can reveal problems and 

barriers and challenge the status quo!  

The process is as important as the Strategy 

“Strengthening Innovation – Some Insights From 
OECD Work” , Nov.2014, by Dirk Pilat, 
Deputy Director, Directorate for STI , OECD



Advice & 
Providing 
options

Design 

Analysis & 
Knowledge production

Decision &
Action 

Ref.  Prof. H.Yoshikawa, DG,CRDS/JST

Actors*

Designing,
Synthesizing,
Integrating 

Nature,
Society ,
STI system

*
Actors in Society
citizens
society
policymakers
politicians
administrators

businesspersons

code of Conduct

Question & 
Foresight

Observing,
Analyzing,
Knowledge 
production

１

２

３

４

Needs, 
Wishes 

Process of science policy making and implementation
- Question  →  Analysis → Design → Action → ・・・ -

Communication, 
Public engagement

& Trust



“Concepts in Engineering”, by Holtzapple and Reece, 2nd edition,
McGrawHill Higher Education, 2008.

What is an Engineer? Engineers are individuals who combine
knowledge of science, mathematics, and economics to solve technical
problems that confront society. It is our practical knowledge that
distinguishes engineers and scientists.….. engineers must be very
cost-conscious….

To the students,
○ Excite you about engineering.

…to solve real-world problem.
Develop your creativity, which is a vital
part of engineering.

○Build your problem-solving skills.
Engineers are hired to solve problem.
Problem solver. Systematic approach.

○Cultivate professionalism
Engineering ethics. Impact society.

○Introduce the design process
The most creative aspect of engineering is design, address
societal needs.

○Emphasize the importance of communication skills



第
５
期
科
学
技
術
基
本
計
画

２
０
１
６
～
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第５期科学技術基本計画の「Society 5.0とは」

狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、以下のような新たな
経済社会をいう。

①サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させることにより、

②地域、年齢、性別、言語等による格差なく、多様なニーズ、 潜在的なニーズにき
め細かに対応したモノやサービスを提供することで経済的発展と社会的課題の解決
を両立し、

③人々が快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる、人間中心の社会



○総合戦略2015で定めた11システムのうち「高度道路交通システム」「エネル
ギーバリューチェーンの最適化」「新たなものづくりシステム」をコアシステム
として開発。他システムと連携協調を図り、新たな価値を創出。

●規制・制度改革の推進と社会的受容の醸成
●知的財産戦略と国際標準化の推進

●能力開発・人材育成の推進

データベース

新たな
サービス

エネルギー
バリューチェーン

高度道路
交通システム

ものづくり
システム

スマート
生産システム

スマート・フード
チェーンシステム

統合型
材料開発
システム

おもてなし
システム

地域包括
ケアシステム

インフラ
維持管理システム

防災・減災
システム

地球環境情報
プラットフォーム

①基盤技術となる、AI、ビックデータ解析技術、
サイバーセキュリティ技術等の強化

②各システムの高度化に
資するデータベース構築と、

③将来のシステム連携に備えた
通信インターフェース、
データフォーマットの検討

複数システム間で利活用
が期待されるデータベース
の在り方の検討基盤技術

AI、ビッグデータ処理技術
サイバーセキュリティ等

●「Society 5.0」プラットフォーム構築のイメージ

３次元
地図情報エネルギー

需給情報

異業種間
データ流通促進

地球環境
情報

医療情報

ヒト・モノ
・車

位置情報

映像情報

衛星観測
情報

○新たな価値・サービス創出の基となるデータベースを整備
○基盤技術（AI、ネットワーク技術、ビッグデータ解析技術等）の強化

「Society 5.0」プラットフォーム構築
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米国ＮＳＦ/Engineering Research Center(ERC)の特徴
社会・市場を見据えた拠点研究体制：３層構造“Three Plane Strategic Model“

28

Ｅ
Ｒ
Ｃ
：出
口
か
ら
の
発
想
を
要
求
（統
合
化
シ
ス
テ
ム
）

通
常
の
研
究
者
：技
術
シ
ー
ズ
か
ら
の
発
想

出典：http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2013/04/22/1333885_001.pdf



“Vilnius Declaration” - The value and benefits of integrating Social 
Sciences and Humanities -

The European Union (EU) expects research and innovation to be the foundation for 
its future growth. Horizons 2020, an initiative running from 2014 to 2020 with a 
budget of a little more than €70 billion, is the EU’s new program for research and 
innovation and is part of the drive to create new growth and jobs in Europe. In 
September, a two-day conference was held in Vilnius, Lithuania, to address how socio-
economic sciences and humanities can be incorporated into Horizons 2020. The result 
is the Vilnius Declaration on Horizons for Social Sciences and Humanities (SSH), 
September 24 2013. 

The Declaration issues the following statements:

ヨーロッパの新しい科学技術政策

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020
http://horizons.mruni.eu/


1.Innovation is a matter of change in organizations and institutions as 
well as technologies. SSH will enable innovation to become embedded
in society and is necessary to realise the policy aims predefined in the
“Societal Challenges”.

2. Fostering the reflective capacity of society is crucial for sustaining a 
vital democracy.

3. Policy-making and research policy have much to gain from SSH
knowledge and methodologies.

4. Drawing on Europe’s most precious cultural assets, SSH play a vital
role in redefining Europe in a globalizing world and enhancing its
attractiveness.

5. Pluralistic SSH thinking is a precious resource for all of Europe’s
future research and innovation trajectories. 

It also outlines the following conditions for integrating social science and the 
humanities into Horizons 2020:
1. recognizing knowledge diversity;
2. collaborating effectively;
3. fostering interdisciplinary training and research
4. connecting social values and research evaluation.



World Social Science Report 2013: 
“Changing Global Environments” by ISSC
The World Social Science Report 2013 issues 
an urgent call to action to the international social 
science community to collaborate more effectively 
with each other, with colleagues from other fields 
of science, and with the users of research to deliver 
solutions-oriented knowledge on today’s most 
pressing environmental problems. It calls for a 
transformative social science that is bolder, better, 
bigger, different:

• bolder in reframing and reinterpreting global environmental change 
as a social problem
• better at infusing social science insights into real-world problem-solving
• bigger in terms of having more social scientists to focus on 
global environmental change
• different in the way it thinks about and does research that helps meet 
the vexing sustainability challenges faced today.

社会科学の変容と問題解決



先端研究 研究 開発 実用化 事業拡大

(協調領域)

(競争領域)

法整備

国際基準調和
/標準化

研究開発

自動走行システム開発
ＳＩＰと他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの位置づけ（試案）
大学コンソーシアム、基盤技術,
産・学・官・地域連携のモード

地域：
東京都、つくば、柏、宮城、
名古屋、神奈川、長崎、宇部、珠洲

①・文04
SIP施策 交・内科01～08

ＳＩＰ-adus

交・総01①・国02

○大学
・東大
・名大（COI）
・筑波大
・農工大、東北大、慶大

自動走行ﾋﾞｼﾞﾈｽ検討会
(経産省・国交省)

交・経01

関係省庁施策
・自動運転に関わる制度的課題等に
関する検討
・国際的基準/標準の横断的な検討(
自動運転基準化研究所) 等）

OEM各社/サプライヤ 独自開発



Thank you very much
for your attention

Tateo Arimoto
arimoto@jst.go.jp
http://www.jst.go.jp 
http://www.grips.ac.jp


